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平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 長 南 町 議 会 定 例 会

議 事 日 程（第３号）

平成２５年３月７日（木曜日）午前９時開議

日程第 １ 議案第 １号 長南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

日程第 ２ 議案第 ２号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の制定について

日程第 ３ 議案第 ３号 長南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の制定について

日程第 ４ 議案第 ４号 長南町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の制定について

日程第 ５ 議案第 ５号 長南町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について

日程第 ６ 議案第 ６号 長南町が管理する町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について

日程第 ７ 議案第 ７号 長南町が管理する町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について

日程第 ８ 議案第 ８号 長南町河川管理施設等の構造の基準を定める条例の制定について

日程第 ９ 議案第 ９号 長南町都市公園及び公園施設の設置基準を定める条例の制定について

日程第１０ 議案第１０号 長南町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１１ 議案第１１号 長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第１２ 議案第１２号 長南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１３ 議案第１３号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第１４ 議案第１４号 長南町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１５ 議案第１５号 長南町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１６ 議案第１６号 長南町ガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１７ 議案第１７号 長南町道路線の変更について

日程第１８ 議案第１８号 長南町道路線の認定について

日程第１９ 議案第１９号 平成２４年度長南町一般会計補正予算（第５号）について

日程第２０ 議案第２０号 平成２４年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

日程第２１ 議案第２１号 平成２４年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

日程第２２ 議案第２２号 平成２４年度長南町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

日程第２３ 議案第２３号 平成２４年度長南町笠森霊園事業特別会計予算補正予算（第２号）について

日程第２４ 議案第２４号 平成２４年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について

日程第２５ 議案第２５号 平成２４年度長南町ガス事業会計補正予算（第２号）について
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─────────────────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

─────────────────────────────────────────────────────────────

出席議員（１４名）

１番 大 倉 正 幸 君 ２番 鈴 木 喜 市 君

３番 森 川 剛 典 君 ４番 小 幡 安 信 君

５番 板 倉 正 勝 君 ６番 左 一 郎 君

７番 加 藤 喜 男 君 ８番 仁 茂 田 健 一 君

９番 丸 島 な か 君 １０番 松 﨑 勲 君

１１番 石 井 正 己 君 １２番 丸 敏 光 君

１３番 古 市 善 輝 君 １４番 松 崎 剛 忠 君

欠席議員（なし）

───────────────────────────────────────────────────────────――

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 藤 見 昌 弘 君 副 町 長  岡 郁 男 君

教 育 長 片 岡 義 之 君 会 計 管 理 者 石 橋 弘 道 君

総 務 課 長 西 野 秀 樹 君 総 務 室 長 田 中 英 司 君

企画財政室長 荒 井 清 志 君 政 策 室 長 唐 鎌 幸 雄 君

特 命 主 幹 野 口 喜 正 君 税務住民室長 岩 﨑 利 之 君

保健福祉室長 湊 博 文 君 事 業 課 長 麻 生 由 雄 君

産業振興室長 田 邉 功 一 君 農業推進室長 御 園 生 明 君

地域整備室長 松 坂 和 俊 君 ガス事業室長 岩 﨑 彰 君

教 育 課 長 齊 藤 正 和 君 学校教育室長 石 野 弘 君

生涯学習室長 浅 生 博 之 君

─────────────────────────────────────────────────────────────

職務のため出席した者の職氏名

事 務 局 長 常 泉 秀 雄 書 記 杉 﨑 武 人

書 記 片 岡 勤
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎開議の宣告

○議長（松﨑 勲君） 皆さん、おはようございます。

ただいまから、平成25年第１回長南町議会定例会第８日目の会議を開きます。

（午前 ９時０１分）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議事日程の報告

○議長（松﨑 勲君） 本日の日程はお手元に配付したとおりです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第１号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第１、議案第１号 長南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議

題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） ちょっとお尋ねをいたしますけれども、今回の条例制定に伴いまして、関係する用具と

か備品とかが必要となると思いますが、その辺のお考えが、もし今わかっておればお聞かせ願いたいと思いま

す。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） お答え申し上げます。

この新型インフルエンザの関係でございますけれども、法の施行が今年の５月11日までの間にということに

なってございまして、まだ施行されておらないような状況でございます。また、国において、新型インフルエ

ンザ等対策有識者会議というものが設置されてございまして、その中間取りまとめが、この２月７日にされた

ところでございまして、まだ、要は、具体的な詳細につきまして、何ら示されておるものではございません。

これから、この法律に基づきまして、国の行動計画、ガイドライン、またそれを受けまして県の行動計画、あ

るいはその下、我々町の行動計画を策定しなければならないという段階を踏む中で、そういうものが示されて

くるのではないかというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（松﨑 勲君） よろしいですか。ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。
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これで討論を終わります。

これから議案第１号 長南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第２号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第２、議案第２号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） ３番、森川です。

こちらの議案のほうの６ページですけれども、第６条に「指定地域密着型介護老人施設における１の居室の

定員は４人以下とする」ということで、説明の中で４人にするという町独自の人員だと聞きましたので、その

理由について再度詳しくお聞かせ願えればと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） お答えを申し上げます。

要は、基本的には個室が基本となっておるわけでございますけれども、その利用料の関係で、多床室の方が

安く済むということの中で、この町村部であれば、多床室の方がよろしいんではないかというところなんです

けれども。

具体的に申し上げますと、例えば、要介護３で所得段階が２段階、町民税非課税、所得の合計が80万円以下

の場合の１カ月の利用料を比較いたしますと、多床室では４万5,000円程度、それから個室の場合ですと６万

円程度かかるのではないかというふうに考えておりまして、そこに１万5,000円程度の差があるということで、

多床室も可とする、というような条例にさせていただいてございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） そういう利用料を考えて４人にしたと。現員が４人部屋で、そのほうが和気あいあいと

していいかなと、そういうことではないということですね。利用料ということで、納得いたしました。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

４番、小幡安信君。

○４番（小幡安信君） ４番、小幡です。

こういう条例を整えて、介護施設を受け入れる準備をするということだと思いますけれども、具体的に新し

く長南町に介護施設や何かができる見込みというか、予定があるのかどうかお聞きしたいと思います。
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○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） 介護施設の関係でございますけれども、基本的には介護の計画、今第５期計画

でございますけれども、平成26年度まで、その中では新規の見込みはされてございません。今後、第６期計画

の策定に当たっては、町の増強等を考える中で、また当然保険料に影響してくるものでございますので、検討

をされるものというふうに考えております。

以上でございます。

○４番（小幡安信君） 了解しました。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第２号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第３号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第３、議案第３号 長南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。
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これで討論を終わります。

これから議案第３号 長南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第４号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第４、議案第４号 長南町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条

例の制定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第４号 長南町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の制定についてを採

決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第５号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第５、議案第５号 長南町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてを議

題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。
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これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第５号 長南町町営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第６号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第６、議案第６号 長南町が管理する町道の構造の技術的基準を定める条例の制定

についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第６号 長南町が管理する町道の構造の技術的基準を定める条例の制定についてを採決しま

す。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第７号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第７、議案第７号 長南町が管理する町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

の制定についてを議題とします。
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これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第７号 長南町が管理する町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定についてを採決

します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第８号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第８、議案第８号 長南町河川管理施設等の構造の基準を定める条例の制定につい

てを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第８号 長南町河川管理施設等の構造の基準を定める条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。
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───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第９号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第９、議案第９号 長南町都市公園及び公園施設の設置基準を定める条例の制定に

ついてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） 今回の説明によりますと、この条例による公園は本町にはないという話を聞きました。

それから、ほかを見ますと、長南町農村公園の設置及び管理に関する条例では芝原のふるさとふれあい公園が

定めてございまして、熊野の清水公園も条例で定めておりますけれども、野見金公園というものは、どこかで

条例で公園としての位置づけをしてあったかどうか、お聞きします。

○議長（松﨑 勲君） 総務課長、西野秀樹君。

○総務課長（西野秀樹君） お答えしたいと思います。

ふるさとふれあい公園という名称の中で位置づけしてありますのは、今のところまだ熊野の清水公園の関係

でございまして、野見金公園については、今もってまだ公園として制作中であるということで、公園という条

例の中にまだうたっていないというのが現状でございます。

以上でございます。

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） ということは、いつごろをめどに何か制定を、ちゃんとした公園として認定をするとい

うことで予定がわかれば教えていただきたい。

○議長（松﨑 勲君） 総務課長、西野秀樹君。

○総務課長（西野秀樹君） お答えします。

ようやくここに来て、さくらまつりなどができるような状況となっておりますので、今回の状況を見た中で、

近いうちに条例の中に組み込んでいければというふうに考えております。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） ほとんど借地が多いわけですけれども、それは別に公園の制定には関係ないわけでしょ

うか。

○議長（松﨑 勲君） 総務課長、西野秀樹君。

○総務課長（西野秀樹君） その辺は関係ございません。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。
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討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第９号 長南町都市公園及び公園施設の設置基準を定める条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１０号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第10、議案第10号 長南町防災会議条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） ７番、加藤です。

条例第２条に町長の諮問に応じるとありますけれども、これは諮問がなければ当然会議はないということで

考えてよろしいんでしょうかということと、各警察官とか、消防とかいろいろ人数が全部なくなって、トータ

ル30以内ということになったわけですけれども、この辺大体どのくらいをお考えかな、ということがもしわか

ればお教え願いたい。

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。

○総務室長（田中英司君） 今、第１点目の質問、加藤議員さんの質問の関係なんですけれども、諮問に応じて

という形で、それに応じて会議は開催する、というご理解をいただきたいと思います。

それと、30名以内ということなんですけれども、今、現状では約19名なんですけれども、説明の中で、諮問

に応じてある程度自主防災組織の方とか、女性委員という状況で人数をふやすような形をしていますので、そ

れを上乗せした形で二十四、五人程度になればいいのかというふうに考えていますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） 今回、自主防災組織の方々とか、２つの条文でふえる形ですから、この条例が通った暁

には、また一度町長は１回全員を集めて会議をすると思いますけれども、今まで、近年の実績がどのくらい防

災会議があったか、そこがわかれば教えてください。

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。

○総務室長（田中英司君） この防災会議の関係なんですけれども、地域防災計画の見直しとか、そういった中

で諮問に応じて近年やれれば、経緯があればよかったんですけれども、今、県のほうでも地域防災計画を大幅
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に、例の２年前の3.11東日本の関係で見直ししてございます。うちのほう当然上位機関のそれに見習って、改

正のほうをしていかなければいけませんので、ここ二、三年は開催してございませんけれども、それを受けて

今後開催していきたいというふうな予定で考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第10号 長南町防災会議条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１１号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第11、議案第11号 長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例等の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第11号 長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１２号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第12、議案第12号 長南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第12号 長南町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１３号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第13、議案第13号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
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これから議案第13号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１４号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第14、議案第14号 長南町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第14号 長南町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立多数です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１５号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第15、議案第15号 長南町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。
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討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第15号 長南町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１６号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第16、議案第16号 長南町ガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第16号 長南町ガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決し

ます。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１７号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第17、議案第17号 長南町道路線の変更についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕
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○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第17号 長南町道路線の変更についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１８号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第18、議案第18号 長南町道路線の認定についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第18号 長南町道路線の認定についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

再開は９時45分を予定しております。

（午前 ９時２９分）

───────────────────────────────────────────────────────────――

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午前 ９時４４分）

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第１９号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第19、議案第19号 平成24年度長南町一般会計補正予算（第５号）についてを議題

とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

４番、小幡安信君。

○４番（小幡安信君） ４番、小幡です。

教育費、29ページについて質問いたします。

一番下に、負担金補助及び交付金で減額の112万出ていますけれども、これは長南町には公立の幼稚園あり

ませんので、ほかに行っている人に対しての補助金だと思いますけれども、これに関して現在何人の幼稚園児

がどこに行っているのか、長南町に幼稚園の対象人数が何人いるのかについてお答え願います。

〔「これは一括で質問しているから、ほかの聞くんだったらもう１つ聞いておか

なければ……」と言う人あり〕

○４番（小幡安信君） とりあえず、いいです。これだけでいいです。

〔「一問一答じゃない」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 学校教育室長、石野 弘君。

○学校教育室長（石野 弘君） 小幡議員さんのご質問にお答えいたします。

この就園奨励費補助金の対象者は、今現在、長生学園のほうに15名、あとアップルに１名、あと大網白里市

の施設なんですけれども、それに１名で合計17名になっております。

幼稚園の対象者人数ですが、今手元に資料ございませんので、後ほど照会しますのでよろしくお願いいたし

ます。済みません。

〔「後ほどじゃ困るんですけれども……まあいいや」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。

○４番（小幡安信君） 実は新年度予算にも関係することなので、少し教育長にもお答え願いたいと思うんです

けれども、長南町には幼稚園を廃止して、つくらないで、幼稚園対象児はほかに任せるという形で今やってる

んだと思いますけれども、長柄、睦沢ではこども園という形で幼稚園児対象者も教育に加えてるわけです。長

南町で対象者が何人かというのがわからないというのは、ちょっと私も困るんですけれども、多くの園児が保

育園に通っていると。対象者の多くが保育園に通っているというのが現状だと思います。その子供たちが、本

当は幼稚園に通わせたいんだけれども、公立の幼稚園がないから保育園に通わせているんだ、というような方

も多数あるんではないかと思ってるんですけれども。

長南町の教育行政の一環として、今教育委員会がかかわるのは小学校、中学校、高校も含めてだと思います

けれども、それだけではなくて、もっと前の段階から教育を充実させていくといいますか、そういう方向があ

って初めて中学校までの義務教育をきちんとやることができるんじゃないか、という感じがしてるんです。
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今回、新年度予算で遊戯室の建てかえのほうも１億2,000万も出ていますけれども、その遊戯室を建てかえ

ちゃいますと、あそこにもう今後20年、30年、保育園をそのまま存続させるんだということのあらわれだとも

考えられるんです。町の親御さんたちが、幼稚園教育も受けたいんだというようなことを町のほうに要望した

場合に、そのような固定化されてしまった施設ができてしまうと、改めて考えることはできないと言いますか、

新設するような余裕もなくなってしまうという感じが受けるんで、教育長さんに幼稚園からの教育というもの

をどういうふうに考えるのかということについて、ちょっとお聞きしたいと思います。

以上。

○議長（松﨑 勲君） 教育長、片岡義之君。

○教育長（片岡義之君） 今の小幡議員さんの質問にお答えしたいと思いますけれども、私が18年にお世話にな

ったときには、既に保育園１カ所しかなかったという状況の中であります。その前に幼稚園があったというこ

とでありますけれども、いろんないきさつで保育園、統合されたということであります。

今の子供の教育のことを考えたときには、ただ保育だけではなくて、その中の一環として教育も充実させて

いくということで、英語の遊びを入れたり、これから保育園の中をそういう意味で充実していくということは、

これから考えていきたいというふうに思います。幼稚園を改めて、これから建てるということではなくて、保

育園の中の内容をそういう方向で充実していきたいというふうに思っています。

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。

○４番（小幡安信君） 質問回数制限があるんで、余りできないんですけれども、そうすると、長南町ではこど

も園という形で整備する気はない、ということになるかと思うんですけれども、そうしますと幼稚園教育を受

けたい場合には、どこかほかへ行ってくれと。

〔「長生学園あるんじゃない」と言う人あり〕

○４番（小幡安信君） いうようなことを積極的に勧めているとも受け取れかねないんですが、個人的にはぜひ

とも幼稚園……

〔「いきさつがわかんないんだよね」「申しわけありません。わからないんで

す」と言う人あり〕

○４番（小幡安信君） 今バスで町内集めて、保育園に１カ所集めていますよね。この方式というのは、例えば

これから小学校が減らされた場合に利用できるというか、活用できる方式であると思うんでね。長南町の売り

物として、極端な場合ゼロ歳から中学卒業まではこの町は一貫教育しているんだよ、というような形で、対外

的なアピールということでも大きくアピールできるんじゃないかと思うんで、ぜひ長南町として、保育園でそ

のままやるんじゃなくて、認定こども園ですか、そういう形も考慮していただいて、教育を小学校以前からず

っと小学校、中学校まで一貫して長南町は教育をしているんだというような形がとれないかなと思うんですが、

できれば町長の意見もお願いします。

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。

○町長（藤見昌弘君） 小幡さんのご質問は、義務教育の前の、適当かどうかわかりませんが、小さいときの教

育が必要ではないかということでございます。それには幼稚園もということでございますが、今、私の頭の中

ではいつだったけなと思ったら、教育長が18年ごろなくなったようなことを言っておりますけれども、実はそ
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この幼稚園があったわけでございまして、私もお世話になっている中で、１つの大きな決断をしたのも幼稚園

をなくすときでした。と申しますのは、幼稚園が当時はたしか四、五歳児を対象にしていたと思います。それ

で当初は、私がお世話になった当時は、ですから10年、11年ごろは双方で10人ちょっとおりました。十二、三

人いたと思います。それが18年程度になりましたら、四人、五人になりました。これはあと２年、４歳、５歳

を足してです。それで一番問題は、幼稚園に理解を持っている人は、小学校に上がる前には保育所では、言葉

が適当でないでしょうけれども、子供を一日楽しく遊ばせるというか、過ごさせるような場所として保育士が

やっていたわけです。こちらのほうは、少し小学校へ入学したらすぐ役立つような教育の関係、要するに教え

ることもやっていたと。小学校入学してすぐつながる教育もやっていたんです。そういったことで親によって

はそれを選定して四、五人いたわけです。いい面もあったわけなんです。

ただ問題は、長南町のシステムとして、幼稚園の方も、保育園の車に乗ってくるんです。帰るのも一緒なん

です。それで、何もかんも一緒で、私はですから幼保一元化で、という言葉が今出ましたけれども、それもや

ろうということで、幼保一元化にしろと言ったとき、前の教育長江沢さんは、こちらの子供を向こうへ連れて

って、お昼だけ一緒に食べたんですよ。一緒にして幼保一元化を目指したんですけれども、それは結果として

は全てがよしという結果が出ませんでした。それで、とにかく問題は、送迎も幼稚園はやっていたわけなんで

す。本当は保育所は送迎があってもいいんですけれども、幼稚園は送って行ったり、迎えに行ったり、また９

時ごろから２時半とか３時に終わるんですね。そうすると実際にお勤めになっている親たちが困ると。保育所

と同じように長く預かってくれ、これも違反なんですよね。それで片一方が厚生省、片一方が文部省でしょう。

非常にやりにくくていけませんでした。ここで、幼稚園をなくそうということでたしか２年は大変皆さんにも

相談して、親たちにも相談して、最後には親たちが私のところに直接来ましたけれども、一つこれだけは理解

してもらいたいということで幼稚園をなくした経緯がございます。

それで、ですからもう経緯としてはわかったと思います。ただ、ですから教育長が言うように、現在の保育

所でも学校へ上がって、幼稚園とそうマイナス面のないような幼稚園教育はしていただくようには、これは直

接教育長の管轄ではございませんので、町長部局で預かることになるんですけれども、そのようにはしていき

たいと、またしているということで理解と。

今後どうだと。幼保一元化で睦沢も長柄も今になってみんな隣がやり始めて、小幡さんもぜひ必要だと、こ

ういうことでございます。たまたま立地、この条件としては長生学園さんもございます。長生学園さんも幼稚

園をつくるときには、町から独自に助成したこともございます。前には別にやったりなんかもしたんです。こ

れは極端に言えば、長生学園さんのお子さんをこちらでとっちゃうんですから、保育所で。ですからそういっ

たことも、施策の中では前の行政を担当する者はしていて、ですからそういうことはなくそうということで、

今のような。

ただ今後については、今おっしゃるように長生学園さんがなくなる場合もあるでしょうし、あるいは本当に

教育というものが、そういうものが必要だというふうになった時点では、幼保一元化というものは、今、幼保

一元化というよりもむしろ小学校や何かと一緒にするんだなんていろんなことが出てきていますね。ですから

その時々によって、やっぱりそのとき行政を預かる人が判断して、皆さんと協議をして上へ持っていくことが

私は正しい、現時点では、町の長期計画の中では幼稚園を位置づけると、設置するというような位置づけはし



－133－

てないということで、ひとつご理解いただきたいと思います。以上です。

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。

○４番（小幡安信君） 最後ですので要望になりますけれども、ぜひ小学校統合問題だけでなく、小学校前の教

育についても積極的にお考え願いたいと思います。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） ３番、森川です。

２点お聞きしていきたいと思います。

１点目は予算書の23ページ、民生費の児童福祉費、23ページ真ん中にありますけれども、遊戯室基本実施設

計委託料、こちらが50万円減っておりますけれども、なぜ50万円減ったのかなと。入札方式の関係だと思うん

ですが、入札方式で減ったのかな。あと、この設計に当たって素人的なことをお聞きするんですが、設計料

1,200万とかお願いしたときに、保育所の遊戯室、大体どの程度の範囲の中で建ててくれというのか、それと

も設計者に任せて値段が出るのかと。そのことをちょっとお聞きしたいと思います。

あともう１点は29ページ、土木費の都市計画費の中にある，右の戸建耐震診断補助金です。54万円減という

ことで、60万のうち54万、多分１件６万円しか使われていないんですが、これはやはり有効に使われてないと

思うんですが、その辺についてどうお考えになっているか、この２点についてお聞きしていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。

○議長（松﨑 勲君） １件目、企画財政室長、荒井清志君。

○企画財政室長（荒井清志君） まず、お答えします。

保育所の設計の50万の減ということなんですが、事業の精算によりまして、指名入札方式によって金額が確

定しましたので、50万円を減額したところでございます。保育所の単価、設計の単価というのは、いろいろ大

きさによって大体労務費等で単価が決まってきますので、こういった設計にしてくれということで単価が決ま

るわけではございませんので、ご理解いただきたいと思います。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） ２件目、地域整備室長、松坂和俊君。

○地域整備室長（松坂和俊君） 都市計画費の中の戸建住宅耐震補助金の関係でございますが、森川議員さんが

おっしゃるとおり助成を１件当たり６万円ということで、当初10件分60万円の予算をお願いしていたところで

ございます。それでこの54万の減というのは、９件分の54万の減額をお願いしたところです。というのは今年

度申請のほうが１件だけだったということで、町もこの辺の耐震意識が、町民の方は大分まだ薄いので、今啓

発に努めておるところで、長南フェスティバルのときには耐震相談会等も開きまして、長南広報でもそういっ

た相談会を、去年の10月号にも耐震相談会の記事を載せていただきました。また町のホームページでも、この

辺の耐震診断にも助成制度があるよ、ということで紹介のほうをさせていただいて、その啓発に努めておると

ころですが、まだまだなかなか耐震の、町民の方の意識がなかなか高まってこないということで、今後も啓発

に努めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。



－134－

以上です。

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） 設計の単価のことがよくわからなかったんですが。最初に広さが決まっていたのか、例

えば238が330幾つになったんですけれども、それくらいのものでお願いしますと頼んだのか、この施設をつく

るにはこのくらいのものが必要だと、そうするとそれに大体コンクリートだったら坪100万とかそういうのを

掛けて金額が出るかと思うんですが、予算としてね、当初に、要するに設計したら金額が出るのか、それとも

大体町の予算としては、保育所建てるんだったら１億5,000万ぐらい用意しとかなきゃいけないか、とか。そ

の辺の関係が今なんかちょっと単価のことがよくわかんなかったんですけれども、面積があったらもう大体わ

かっているんだっていう話なんですか。というところがもう１回聞きたい。

それから２点目の耐震なんですが、１件ということで、非常に少ないんですよね。非常に耐震化、重要なこ

とだと思うんです。私たちも自主防災組織を今地域で取り組んでおります。来年度に申請する方向で動いてい

るんですが、自主防災組織はできまして、地震があったらみんな潰れていましたと。こういうことじゃだめだ

と思うんです。それについて、そういうことがないように、もし進めるんだったら啓発もなるべく実行を伴う

ように、またいろいろ工夫していただいて考えていただきたいと思います。

こちら最後は要望なんで。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） 森川議員さんのご質問にお答えしたいと思いますが、当初、面積的には現状が

238程度だと思いますけれども、それにお手洗いとか玄関とかつくると、おおむね300平米程度になるであろう

ということで当初スタートいたしました。それで、保育所の現場と協議する中で、先日、平面図等ごらんいた

だきましたけれども、倉庫が必要だとか、そういうことで面積が結果的に334程度というふうになったところ

でございます。

金額ありきかというお話でございますけれども、その辺につきましてはこういう表現が適切かどうかわかり

ませんけれども、１軒の家を頼むときに坪70万でお願いしますよとか、そういう単価的なことがあるというふ

うに考えておりますけれども、そういうことで掛け算をすると、300平米だと１億程度はかかるんではないか

ということで、財政当局と認識を持っておったところでございます。結果的に１億2,000万ということで、当

初予算に絡みますけれども、お願いをしてあるところでございます。

よろしくお願いします。

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） では最後の質問になると思います。

２回目で聞くのを忘れたんですけれども、指名ですね。指名業者何件を頼んで、その中での50万円安くなっ

たと思うんですけれども、何社に頼んだかという数だけでも結構ですからちょっと教えていただきたい。それ

からその１億2,000万という数字が、決定になったわけですけれども。いきさつはわからないですよ。例えば、

うちの家を建てるのに２億円だったけれども、もう少し安くしてくれと。もう少し設計じゃないけれども、安

くしてくれというふうになったのか、それとも充実させるためにとか、そういう調整はあったんですか。設計

者がその１億2,000万出したそのまま決まるとか、そういうものなのかどうかというところを、ちょっと素人
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的ですけれども。お聞きして終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（松﨑 勲君） 企画財政室長、荒井清志君。

○企画財政室長（荒井清志君） 設計業者を決めるときは、５社による指名競争入札を実施させていただいた結

果でございます。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） お答えをいたします。

１億2,000万からもっと設計額を下げてくれというお話といいますか、協議のほうはいたしておりません。

当初、設計者が申し上げましたとおり、当初考え方はステージが逆側であって、お手洗いが本館側にあったわ

けですけれとも、それが逆になったりとか、最終的にそういうふうになってございます。結果、その給排水の

設備ですとか、非常に、逆にいうとお金がかかってくる話になってきてございまして、現状ではその１億

2,000万の中で何とか収められればというふうに考えております。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） ７番の加藤でございます。

４件ほどございます。

一般的な質問ですが、一般会計補正予算当初41億8,000万程度でありましたが、それが今回の５回の補正を

経まして約15％アップの48億一千何百万ということで、これくらいのアップ率というのは一般会計はしようが

ないのか、当初予算を精査されておったのか、というのが１つ目でございます。

それから防災対策費で、工事請負費で2,399万9,000円で防災行政無線のデジタル化の予算があったわけです

が、これの進捗状況を確認したいと。

それから出産祝い金で、民生費ですが、約70万余ってしまったと。１人10万円ですから、これは余ることが

喜ばしいことではなくて、足りなくなることが喜ばしいことなんですが、町長に再度また近況を確認するんで

すが、もうちょっとアップするというつもりはないかと。

それから先ほどの保育所の設計が５社ということで、できればあと４社の住所とお名前をお聞かせいただき

たい。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） １件目、総務課長、西野秀樹君。

○総務課長（西野秀樹君） １件目についてお答えしたいと思います。

今回の補正につきましては、国の大型補正予算に伴う補正でございまして、通常はこのような大きな補正に

はならないんですが、今回はそういった特殊事情があったということでご理解をいただきたいと思います。

○議長（松﨑 勲君） ２件目、総務室長、田中英司君。

○総務室長（田中英司君） デジタル防災無線の進捗状況なんですけれども、７月に総務省との協議を行ってお

ります。その中での許可申請なんですけれども、昨年の12月ごろに仮に免許を、デジタル帯の周波数を許可い

ただきました。やはり、許可いただいてからでないとつくり込みができませんので、業者の方も。今それに伴
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いまして、中継基地も予備の周波数をもらいましたんで、つくり込みをしている状況です。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） 企画財政室長、荒井清志君。

○企画財政室長（荒井清志君） 遊戯室の基本設計の業務委託を指名した業者ということでお答えさせていただ

きます。まず、榎本建築設計事務所、あと千町村建築研究所、あと千都建築設計事務所、それと桑田建築設計

事務所、最後になりますが齊藤建築設計事務所、いずれも千葉市内にあります設計事務所となっております。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） 出産祝い金の増額の関係でございますけれども、現時点では、来年度予算も現

状の予算を計上させていただいてございますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） １番目は了解しました。

２番目で、防災無線ですが、大体状況わかりましたが、この2,300万円を今年度中に執行できるということ

でよろしいんですよね、というのが確認でございます。

それから、指名業者の件は了解しました。

あと、町長のほうからもう一度出産祝い金の件をお聞かせ願えればと思います。

よろしくお願いします。

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。

○総務室長（田中英司君） 今、加藤議員の質問、2,300万、今年度中に執行できるかということなんですけれ

ども、これは間違いなく執行可能という形でご理解いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。

○町長（藤見昌弘君） 申しわけございません。出産祝い金の増額の関係でございますが、今までも過疎対策、

特に出生減によるこの少子化に対して、何か独自のものを打ち出せという中の１つとして、出産祝い金の増額

もあったと思います。ただ、今の基本的な計画の中では、基本計画の中ではそのような位置づけはしてないわ

けでございます。そういったところで、子供教育を考えると、主として考えた場合は１つかと思います。また

もう１つは、所得を伴う人口増、要するに稼いでいる人が町内に来てくれる収入がある若者、そういったもの

で人口をふやすかということになると、また違った形でするわけでございます。その辺が、まだ子供さんを、

現状のままで子供さんが多くなるような形、出生がふえるような形の手当てというか、手法というものは現時

点では考えておりませんし、やってないということでひとつご理解いただきたいと思います。

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。

○７番（加藤喜男君） 了解しました。予算につきましては今年度も相当精査されてきてくれていると思います

が、最後の最終補正であまり三角がいっぱいついて、みんな返す、返すということで最終のときはいいや、と

いうようなことはないと思いますけれども、その辺またひとつよろしくお願いします。

以上です。
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○議長（松﨑 勲君） ほかに。

６番、左 一郎君。

○６番（左 一郎君） 28ページ、道路橋梁費、４目の橋梁新設改良費、補正して4,168万円ですか。説明の方

で橋梁修繕工事となっておりますけれども、この内訳というか、規模といいますかね、何件、橋を何件という

んですか。その修繕する橋とか、規模がわかりましたら教えていただきたい。

○議長（松﨑 勲君） 地域整備室長、松坂和俊君。

○地域整備室長（松坂和俊君） お答えしたいと思います。

この橋梁修繕工事1,000万の内訳でございますが、橋梁の９橋分です。９カ所分です。

〔「９カ所」と言う人あり〕

○地域整備室長（松坂和俊君） これは町の長寿命化の修繕計画、去年の修繕計画に基づきまして、３カ年の計

画の内容です。今回大型補正がありましたので、前倒しという形で今回補正でお願いしているところでござい

ます。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） ６番、左 一郎君。

○６番（左 一郎君） じゃあこの４目のこの新設というのは、新設というのはないわけですね。修繕だけです

か、９カ所。

○議長（松﨑 勲君） 地域整備室長、松坂和俊君。

○地域整備室長（松坂和俊君） この４目、橋梁新設改良費という科目の名称……

〔「科目を変えなくちゃ……」と言う人あり〕

○地域整備室長（松坂和俊君） 科目でございまして、新設とか修繕とか、その辺も含めました科目名となって

おります。だから新設の場合も修繕の場合もあると。今回は、新設はございません。修繕のみです。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） ６番、左 一郎君。

○６番（左 一郎君） わかりました。

○議長（松﨑 勲君） 12番、丸 敏光君。

○１２番（丸 敏光君） ６番議員さんのすぐ下にあります地籍調査の関係でちょっとお聞きしたいんですが、

３年ぐらいたちますか、測量会社数社あるいは昔の長生土木、今の地域整備センター等が来て説明を受けた記

憶がございますけれども、この説明の中に減額はともかく、まだ実施計画の作成委託という説明が書かれてお

りますけれども、郡内の町村と言いますか、郡内の中の町では既にもう調査を実行しているというような状況、

状態です。本町においてはいつごろから実施するのか、その辺の進捗状況と、もう１点は７番議員さんが先ほ

ど質問しました保育所の設計料の関係なんですが、私は所管ですから具体的な質問はしませんけれども、５社

の中で設計委託料っていうことになりますと、落札最低価格が設定されないというようなことも聞いておりま

すけれども、その辺の確認をしたいと思います。

○議長（松﨑 勲君） １件目、地域整備室長、松坂和俊君。

○地域整備室長（松坂和俊君） それでは丸議員さんの地籍調査事業の関係についてご説明をしたいと思います。
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今年度、24年度にこの地籍調査の委託ということで、来年、平成25年度の事業認可、県・国の方に事業認可

するのに計画書を、また資料を現在、今年度で作成しております。実施は25年度に事業認可、県とか国とかヒ

アリングを行いまして、事業の着工は平成26年度を予定しております。

近隣の町村の進捗状況ですけれども、長柄町さん、白子町さん、睦沢町さんが本町よりも先行しておりまし

て、長柄町さんについてはもう今年24年度から事業のほうを実施しております。うちのほうはそういった先行

しております町村の状況をちょっと見ながら、26年度から実施していきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） ２件目、企画財政室長、荒井清志君。

○企画財政室長（荒井清志君） 町の入札に関してなんでございますが、建設工事については最低制限価格を設

けて入札に臨みますが、今回の設計のような委託については最低制限価格は設定しないで入札を行うようにし

ております。

以上です。

○議長（松﨑 勲君） 12番、丸 敏光君。

○１２番（丸 敏光君） 地籍調査の関係でもう１回再質問したいんですが、長南町が26年度から着工するとい

う、長柄さん、白子さんよりも２年遅れたという、着工がですね。その辺はどのように考えたらいいでしょう

かね。

それと荒井室長が説明していただきました最低価格は、設計委託に関しては設定してないということですが、

これを言うと教育民生の委員長に怒られちゃうかもしれませんが、ピタリ1,000万という端数のないようなね、

それがちょっとよく理解できないんですけれども。

○議長（松﨑 勲君） １件目、事業課長、麻生由雄君。

○事業課長（麻生由雄君） 丸議員さんのご質問に対してお答えさせていただきますけれども、地籍調査の関係

は国の補助金が約９割、県のほうが５％ぐらいかな。一応枠がございます。その枠の範囲でうちのほうも早く

から手を挙げていたんですけれども、調査の方が先行しておりました長柄、睦沢、白子さんのほうがずっと早

く認可を受けたということで、遅れておりますけれども、来年は認可をとらせていただいて、26年実施を目指

していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〔「その件は了解です」「町長が手を挙げてくれました」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 企画財政室長、荒井清志君。

○企画財政室長（荒井清志君） 榎本さんが保育所の遊戯室の設計を落札されたんですが、そのときの金額が、

入札価格が1,000万円であったということで、一応予定価格としては最低制限価格は設けませんが、予定価格

は設けさせていただいていますので、そのときの予定価格は1,020万でしたので、切りのいい数字は切りのい

い数字、入札というのはそういうものかな、というふうに考えますのでご理解いただきたいと思います。

〔「そうですか、そういうことで理解すればいいですね、了解です」と言う人あ

り〕

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。

○町長（藤見昌弘君） 地籍調査の関係で、これは長く続く事業ですし、また事業費がかさむものですから、ち
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ょっと私の方から概数になりますけれども、実はこの地籍調査というものは、郡市内では一宮さんが相当前、

私も知らない相当古いものですけれども、地籍調査を実施しまして100％は終えておりません。地域によって

は裁判をやったりなんかしても解決しないものもございますので、結果はそういうふうにならない、なるかも

しれません。現調が全部できるということは確信は持てないと思いますけれども、100％に近いものができる

のではないかと思いますが、経費については、大体十数億かかると思います。それで年間事業実施した場合約

１億ぐらいであると。そして町の一般財源は500万ぐらいだと。５％ぐらいと。

〔「500万で合うな」と言う人あり〕

○町長（藤見昌弘君） その程度の負担でやれるということで、実はこれは県内の測量会社さんがつくる組織が、

この不況で、これは全国的に国のほうに訴えまして、こういった調査を国で補助してやるようにというような

ことがきっかけで最近多くの町村で実施するようになりました。ですから郡内はほとんどの町村が、一宮さん

を除いては、計画の上では持っていると思います。たまたま白子さんと長柄さんが一歩先に出てやっておると。

ですから、計画はほとんど全町で持っていると思います。ただ、経費がかかりますから国のほう、県のほうで

予算づけが今後の問題になる。長柄さんあたりに聞いてみると、掛け声と実際は違うというようなことも聞い

ております。ただ年数は相当かかるということをひとつご理解を、そういった事業だということでご理解いた

だきたいと思います。

〔「ありがとうございました」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

１番、大倉正幸君。

○１番（大倉正幸君） 森川議員のちょっと関連になるかと思うんですが、耐震診断の補助金の申請が今年は１

件だけだということなんですが、これはいろいろな理由があるかと思うんですが、その理由の中の１つに、も

し自分の家が耐震診断でＮＧが出てしまったというときに、その後に改修するのに設計費がかかり、また改修

工事の工事代金がかかるというところで、自分のうちはちょっと心配だけれども、もしだめだったときにそん

なに金、うちにはないなというので二の足を踏んでいる方もいるのではないかと思うんです。私が聞きたいの

は、耐震改修の設計とか改修に対して、そこまで補助金をつけていただくことはできないのかどうか、その辺

のことをお伺いします。

○議長（松﨑 勲君） 地域整備室長、松坂和俊君。

○地域整備室長（松坂和俊君） お答えしたいと思います。

耐震化をするということは、確かに耐震診断をやって、補強工事をやらなくては耐震化にならないわけでご

ざいます。今現在、町は耐震診断に対しての助成はやっておりますが、補強工事についてはまだ助成はしてお

りません。３カ年等の計画もございまして、一応平成25年度に補強工事について検討させていただくというこ

とで、今考えておるところでございます。

ということでご理解お願いします。

○議長（松﨑 勲君） １番、大倉正幸君。

○１番（大倉正幸君） ご検討よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。
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〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第19号 平成24年度長南町一般会計補正予算（第５号）についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

再開は10時50分を予定しております。

（午前１０時３２分）

───────────────────────────────────────────────────────────――

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時５０分）

───────────────────────────────────────────────────────────――

○議長（松﨑 勲君） 先ほど答弁保留になっておりました、４番、小幡安信君の質疑に対する答弁を求めま

す。

学校教育室長、石野 弘君。

○学校教育室長（石野 弘君） では先ほど小幡議員さんのほうからご質問のございました、幼稚園等に入園す

べき人数ということでございますけれども、５歳児が57人、４歳児が44人、３歳児が41人、合計142名です。

よろしくお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） よろしいですか。

〔「どうせ質問できないでしょうから」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） それでは日程に入ります。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第２０号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第20、議案第20号 平成24年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。
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〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第20号 平成24年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを採決しま

す。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第２１号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第21、議案第21号 平成24年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第21号 平成24年度長南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてを採決しま

す。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――
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◎議案第２２号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第22、議案第22号 平成24年度長南町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

てを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） ２点ほどお聞きしたいんですが、この介護保険特別会計補正予算、減額されて予算が浮

いたということはいいかと思うんですが、８％と。しかも額も8,299万これだけ浮いたというか、余ったか、

そうなんですが、これについて詳しく、やはり減の理由をもう一度聞きたいと。

それからなぜかということは、やはり確認ということでお聞きしたいのは、やはりこれは給付の部分もあり

ますので、介護認定とか、さじかげんによっても給付の額が変わると思うんです。ただ私の聞いた中で、そう

いう制限をされたとか、聞いておりませんけれども、それのさじかげんが厳しくなっていないかというところ

だけ確認はしたいということで聞いておりますので。

２点についてお願いいたします。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） 森川議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います

今回大幅な予算減ということで、決算を見込む中での減額をさせていただいたところでございますけれども、

特に大きな減額は保険給付費を中心とした減額でございまして、この中で一番大きなものは３目の施設介護サ

ービス給付費ということで、4,418万1,000円の減ということになったわけですけれども、こちらにつきまして

は、当初月平均入所者の数が93名を見込んでおったところですけれども、入所されている方が非常に亡くなる

方が多くございまして、そういう関係で実績見込みですと10名減の月平均83名程度で推移するんではないかと

いうふうに見込んだところでございまして、この減額をお願いするものでございます。また、居宅介護サービ

ス給付費の2,500万につきましても、当然件数の減ということで、利用者の減ということで、それぞれほかの

ものも含めまして減額をお願いしているところでございます。

２点目のさじかげんというお話ですけれども、そういうことは全然ないというふうに考えておりまして、介

護認定に関しましては申請をいただきまして調査員が調査をし、また広域で行われております介護の認定審査

会にかけ、それで介護度が決まっていくわけでございます。また、どのようなサービスを受けるかというとこ

ろでは、それぞれが、受給者さんにケアマネージャーがついておりますので、ケアマネと相談をする中で決め

られることでございますので、制限をするとか、そういうことはないというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。

○３番（森川剛典君） さじかげんと言うと、言葉が悪くて行政には似合わないと思いますので、要するに認定

をするときにやはり給付基準に合った厳正な審査ということで申し上げますが、やはり人間ですから多少幅が

ありますよね。幅という言い方で、ただ私のところでそうやって落とされたとか、そういうことは聞いており

ません。ですから今後そういうところに関して、余り厳密に言い過ぎて給付水準が下がるとか、そういうこと
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がなく皆さんが安心して介護を受けられるようなサービスの提供をお願いしていくということで終わりにして

いきたいと思います。

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

12番、丸 敏光君。

○１２番（丸 敏光君） また所管のほうの質問と言いますか、介護保険の徴収率が非常に高いということの理

由は大体察しがつくんですが、年金からの天引きだという認識を私は持っているんですが、そのような認識で

よろしいでしょうか。

○議長（松﨑 勲君） 保健福祉室長、湊 博文君。

○保健福祉室長（湊 博文君） 保険料の徴収の方法につきましては、年金から天引きをさせていただいてござ

います特別徴収の方法と、それから一定額18万円だったと思いますが、年金、以下の方は普通徴収、納付書で

納めていただく。また普通徴収の中には65歳到達第１号被保険者になられたときに、年金特別徴収までに事務

的な手続がかかる、期間がかかるものですから、一定期間納付書で納めていただく期間が、年金を受給されて

る方でもあるわけでございまして、その割合的にはちょっと今数字は持ってないので何とも申し上げられない

んですが、基本的には介護保険料の徴収は特別徴収が基本となってございますので、そういう点で徴収率のほ

うは、特別徴収は当然100％でございます。高い収納率が得られていると、特別徴収の関係で得られていると

いうことでご理解をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

〔「大変ありがとうございました」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第22号 平成24年度長南町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第２３号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第23、議案第23号 平成24年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）に
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ついてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第23号 平成24年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第２号）についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第２４号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第24、議案第24号 平成24年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第24号 平成24年度長南町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてを採決しま

す。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。
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本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎議案第２５号の質疑、討論、採決

○議長（松﨑 勲君） 日程第25、議案第25号 平成24年度長南町ガス事業会計補正予算（第２号）についてを

議題とします。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（松﨑 勲君） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第25号 平成24年度長南町ガス事業会計補正予算（第２号）についてを採決します。

本案について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（松﨑 勲君） 起立全員です。

本案については原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────────────────────────────――

◎散会の宣告

○議長（松﨑 勲君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

明日８日は午前９時から会議を開きます。

本日はこれにて散会します。ご苦労様でした。

（午前１０時０６分）


